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クラフトビール樽も柴田屋におまかせください！

リンブルグス
ウィッテ
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ハロウィンの乾杯を盛り上げるビール特集

パンプキンウィート with 3スパイシズ 330ml 瓶

【限定１２０本！】原材料にパンプキンを使用し、オレンジピール、コリアンダー、オールスパイスなど 3

種のスパイスを加えたベルジャンスタイルのビールです。口に含むとスパイスの香りとパンプキンの風味を感じ
る、まさに秋にぴったりのビールです。
●ベアレン醸造所（岩手県） ●スタイル：ベルジャンホワイト ●Alc.5%

商品コード131593

ベアード カントリーガール かぼちゃエール 330ml 瓶

【限定６０本！】かぼちゃと 2 種類のキャラメルホップのマリアージュにより素晴らしい深みとバランスの

ある味わいに。温かみのある素朴なビールだが、謙虚で複雑なフレーバーも感じさせる非常に洗練された
ビール。
●ベアードブルワリー（静岡県） ●スタイル：スコティッシュエール ●Alc.6.5%

商品コード131527

サンクトガーレン アップルシナモンエール 330ml 瓶

【限定１２０本！】ハロウィン（10月31日）と言えば日本ではカボチャがあまりにも有名ですが、欧米では

リンゴもハロウィンに欠かせないもの。ほんのり焦がした“カラメルモルト”のコク深いビールに、 500個の焼リン
ゴ、シナモン、メープルシュガーを合わせたアップルパイのような味わい。
●サンクトガーレン（神奈川県） ●スタイル：フルーツビール ●Alc.5%

商品コード33346

クラフトビールに強い柴田屋酒店ならではの常時在庫ラインナップ！さらに、「冷蔵保管」「冷蔵配送」で品質管理
も徹底しています。また、面倒な空樽の返送手続きも不要。柴田屋が回収いたします！

ベアードブルワリー（静岡県）
ﾍﾞｱｰﾄﾞ ﾐｰﾄ＆ﾐｰﾄ ｽﾊﾟｲｼｰﾚｯﾄﾞIPA 20L樽 商品コード 900380

ﾍﾞｱｰﾄﾞ わびさびｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾟｰﾙｴｰﾙ 20L樽 商品コード 160230

ﾍﾞｱｰﾄﾞ 黒船ﾎﾟｰﾀｰ 20L樽 商品コード 160231

ﾍﾞｱｰﾄﾞ 修善寺ﾍﾘﾃｯｼﾞﾍﾚｽ 20L樽 商品コード 160232

ﾍﾞｱｰﾄﾞ 沼津ﾗｶﾞｰ 20L樽 商品コード 160233

ﾍﾞｱｰﾄﾞ 帝国 IPA 20L樽 商品コード 160234 15L樽 商品コード 160134

ﾍﾞｱｰﾄﾞ 島国ｽﾀｳﾄ 20L樽 商品コード 160235

ﾍﾞｱｰﾄﾞ ｱﾝｸﾞﾘｰﾎﾞｰｲ ﾌﾞﾗｳﾝｴｰﾙ 20L樽 商品コード 160236

ﾍﾞｱｰﾄﾞ ｳｨｰﾄｷﾝｸﾞｳｨｯﾄ 20L樽 商品コード 160237 15L樽 商品コード 160137

ﾍﾞｱｰﾄﾞ ｼﾝｸﾞﾙﾃｲｸ ｾｯｼｮﾝｴｰﾙ 20L樽 商品コード 160238

ﾍﾞｱｰﾄﾞ ｽﾙｶﾞﾍﾞｲ ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ IPA 20L樽 商品コード 160239

ﾍﾞｱｰﾄﾞ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝ ﾍﾟｰﾙｴｰﾙ 20L樽 商品コード 160240

ﾍﾞｱｰﾄﾞ ﾚｯﾄﾞﾛｰｽﾞ ｱﾝﾊﾞｰｴｰﾙ 20L樽 商品コード 160241

反射炉ビール（静岡県）
太郎左衛門 10L樽 商品コード 160150

頼朝 10L樽 商品コード 160151

早雲 10L樽 商品コード 160152

横浜ビール（神奈川県）
横浜ﾋﾞｰﾙ 横浜ﾗｶﾞｰ （IPL) 10L樽 商品コード 152852

横浜ﾋﾞｰﾙ ﾋﾟﾙｽﾅｰ 10L樽 商品コード 152781

横浜ﾋﾞｰﾙ ｳﾞｧｲﾂｪﾝ 10L樽 商品コード 152853

価格は担当営業までお問い合わせください。また、ご注文のタイミングによりお取り寄せとなる場合が
ございます。ご了承ください。
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太郎左衛門 330ml
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反射炉ビヤは、静岡県伊豆の国市にあるマイクロブルワリー。

2015年7月、伊豆の韮山反射炉が、ユネスコの世界文化遺産に登録され

ました。かつてはこの反射炉の案内を行い、酒蔵や茶畑、茶店を運営し

てきた蔵屋鳴沢が1997年に創設したクラフトビールメーカーが「反射

炉ビヤ」です。敷地内から湧き出るおいしい水を仕込み水として使用し、

造られています。 世界遺産「韮山反射炉」

英国産マリスオッターとクリスタルモルトを使用した正統派のイングリッシュペール

エール。スムースな苦味と余韻の香りが特徴的な、英国パブでもっとも飲まれている定

番ビールです。韮山反射炉の建造を立案した伊豆の代官江川太郎左衛門の名にちなんだ、

反射炉ビヤのフラッグシップビール。奥深い味わいには、草や土の香りが融合しており、

太郎左衛門の深みのある人物像が重なり合っています。

●スタイル：ベストビターイングリッシュペールエール ●Alc.5% ●IBU25

商品コード153136

早雲 330ml

米国クラフトビールの定番であるアメリカンペールエール。米国産のホップに由来する

柑橘系のフルーティーな風味を持ち、爽やかな心地よい苦味が特徴的なスタイルです。

米国でクラフトビールを普及させたホームブルワーたちへの敬意を、一介の素浪人から

伊豆・相模全域を領有する戦国大名となった下克上の代名詞でもある北条早雲の名に表

しました。

●スタイル：アメリカンペールエール ●Alc.5% ●IBU34

商品コード153137

頼朝 330ml

イングリッシュホップを使い、伝統に立ち返って製造したブラウンポーターのスタイル。

キャラメルやチョコレートの香りを実現するために、チョコレートモルトの選定にこだ

わってレシピを仕上げました。鎌倉幕府を築いたのち、約７００年後までその時代を存

続させた源頼朝。英国ブラウンポータースタイルの黒ビールの伝統、ほのかに甘い香り

が残る長い余韻、といった存続性を目指す意図で「頼朝」の名をいただきました。

●スタイル：ブラウンポーター ●Alc.5% ●IBU25

商品コード153138

氏康 330ml

柑橘系の華やかな香り、フレッシュな果実味が口に広がりホップ由

来の苦味がボディと華やかな風味にマッチ。反射炉ビヤらしいアメ

リカンスタイルを貫いています。

●スタイル：インペリアルIPA ●Alc.7.5% ●IBU90

商品コード196309
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アイキャッチ抜群！新着オーストラリアワイン

「キリビンビン」とは、オーストラリア先住民アボリジナルの人々の言葉で“あるものをより良い魅惑的なも
のにする”という意味です。ブドウからワインにする工程は、まさにこの言葉通り。キリビンビンの感覚を刺
激するきらめく味わいは、ラベルのイメージにも表れています。
■生産者情報：ブラザーズ イン アームズ…5世代に渡りワイン造りを行っている家族経営のワイナリー。所有する畑には樹齢
130年のカベルネ・ソーヴィニョンや、ラングホーン・クリーク地区最古のシラーズが植えられています。また、化学肥料の使
用を最小限にとどめるため、益虫（人間の生活に役立つ虫）を活用するユニークな栽培方法を採用しています 。

シヴァー シャルドネ 2018

青みがかった輝きのある黄色。フレッシュな、シト

ラス、パイナップル、ライムのアロマ。口中では白

桃の香りが広がります。バランスの良い酸とすっ

きりとした後味は、まさに料理のためのワイン。

□品種：シャルドネ100％ □白 辛口

セダクション カベルネ・ソーヴィニヨン 2017

深い赤紫色。ブラックベリーとカシスの鮮烈な香

りに、バニラとスパイスのアロマが混ざり合います。

丸みがありながらタンニンはしっかりしており、長

い余韻が続きます。

□品種：カベルネ・ソーヴィニョン100％ □赤 フルボディ

商品コード900393 商品コード900394

スニーキー シラーズ 2017

明るい深紅色。快いラズベリーと赤系果実にバ

ニラの香りが溶け混んでいます。親しみやすく豊

かな味わいが口いっぱいに広がります。気負わ

ない料理と共にお楽しみください。

□品種：シラーズ100％ □赤 ミディアムフルボディ

商品コード900395

シークレッツ CS SY MB 2015

黒系果実のアロマに杉の香りが優しく複雑に絡み

合います。口当たりは豊かで、マルベック由来の

ジューシーでベルベットのようなタンニンは、飲み

ごたえのある余韻へ続きます。

□品種：カベルネ・ソーヴィニョン64％、シラーズ24％、マル

ベック11％ □赤 フルボディ

商品コード900396

ザ・シャドウ シラーズ カベルネ 2016

輝きのある濃い赤色。プラム、ブラックカラント、

わずかに杉とラベンダーの香り。口中ではスミレ

やラベンダーの葉、そして黒系果実を感じます。

複雑ながらも親しみやすいワインです。

□品種：シラーズ80％、カベルネ・ソーヴィニョン20％

□赤 フルボディ

商品コード900397

スケアディーキャット カベルネ シラーズ 2016

深い紫色。カシス、花のような香りに、シラーズ

種由来の胡椒が現れます。口に含むとカベルネ

種らしい桑の実の風味やタンニンを感じます。バ

ランスが良く、様々な料理と楽しめます。

□品種：カベルネ・ソーヴィニョン71％、シラーズ29％

□赤 フルボディ

商品コード900398

スクリーム シラーズ 2016

光を通さない程しっかりとした赤色。ジューシーなプラム、カシス、よく熟したブ

ルーベリー、そして微かなスパイスの香り。そこにうっとりするコーヒーの香りが丸

みを与えています。リッチな口当たり、力強いスパイスの風味が長く続きます。

□品種：シラーズ100％ □赤 フルボディ

商品コード900399

新規取り扱いキャンペーン ※10月末日まで

① 同一銘柄11本注文でさらに1本プレゼント！（ただし一括納品に限ります）

②「数量限定スターターキット」【商品コード480400】（全種各1本ずつ計7本）
ご注文で特製ポスタープレゼント（絵柄はおまかせで後日納品となります）
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南オーストラリアで6世代続く家族経営ワイナリー

チョーク ヒルは南オーストラリア州に位置する家族経営のワイナリー。ハービー家は6代に渡りブドウを栽培し
ており、現在マクラーレン・ベールという素晴らしい地域に6つの畑を所有しています。1897年にはじめて植え
たブドウの木は未だに実を付けています。マクラーレン・ベールという土地の個性をワインに表すこと、畑から
ボトルにするまでの努力を見せることが私たちの責任だと考えます。ワインはただ飲むだけのものでなく、私た
ちの居場所や生活を反映させるものです。

チョークヒル ルナ シャルドネ 2018

緑がかった麦わら色。白桃や花の香りにクリー

ミーなニュアンスを感じます。フレッシュで活き活

きとした味わいで、余韻にはわずかな樽香とミネ

ラルが現れます。チキンやナッツを使ったサラダ

と合わせて。

□品種：シャルドネ100％ □白 辛口

商品コード900390

チョークヒル ルナ シラーズ 2018

チョークヒル モスカート 2019

緑がかった淡い黄色。トロピカルフルーツや花々

の香りが、かすかな微炭酸と共に口の中で広がり

ます。いきいきとした酸が心地よい余韻を演出し

ます。大きめのワイングラスでお楽しみください。

□品種：オレンジマスカット&フローラ８0％、ミュスカ・ブラン・

ア・プティ・グラン20％ □白 やや甘口 微発泡

商品コード900387

深い紫色。赤いベリーや花に、わずかなチェリー
とスパイスのアロマ。赤い果実、プラム、スパイス
が重なり合う中に、かすかなバニラも感じる力強
い果実味のワインです。ラム肉のカツレツと合わ
せてお楽しみください。
□品種：シラーズ97％、バルベーラ3％ □赤 フルボディ

商品コード900391

チョークヒル ルナ カベルネ・ソーヴィニョン 2017

赤味がかった濃い紫色。花々と黒系果実、かす

かにチョコレートの香りが立ち上ります。口に含む

と快活なカシスと共に、砕いた葉、ダークチョコ

レートの風味が余韻へと続きます。

□品種：カベルネ・ソーヴィニョン100％ □赤 フルボディ

商品コード900392

新規取り扱いキャンペーン ※10月末日まで

同一銘柄11本注文でさらに1本プレゼント！（ただし一括納品に限ります）

チョークヒル カベルネ・ソーヴィニョン 2017

赤味がかった濃い紫色。ブラックカラント、ダーク

チョコレート、スミレの凝縮された香り高いアロマ。

ダークベリーとブラックカラント、ダークチョコレート、

タバコの葉が重なり合います。余韻は長く、凝縮感

を感じるワインです。ローストした鹿肉とよく合います。

□品種：カベルネ・ソーヴィニョン100％ □赤 フルボディ

商品コード900389

チョークヒル シラーズ 2017

赤味のある深い紫の色調。フレッシュな赤や黒

系果実にスパイス、ダークチョコレートのヒント。口

に含むと素晴らしい質感で、プラムや赤いベリー、

ダークチョコレートの風味が広がり、長い余韻が

続きます。熟成肉との相性は抜群です。

□品種：シラーズ100％ □赤 フルボディ

商品コード900388
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日本人の味覚に合うドイツワイン

KILIANHUNN
キリアン・フン

一杯の本物の楽しみ。スムーズでシルキーなアロマ。口に含むと、きれい
な爽快感と濃厚でジューシーな味わいが広がり、すべての感覚が活気に満
ちるようです。次の一杯を誘う余韻が感じられます。

■品種：ピノ・ブラン100％■タイプ：白/スパークリング/辛口

キリアン・フン ピノ・ブラン ゼクト ブリュッ
トNV

商品コード900228

キリアン・フン グラウブル
グンダー 2014

商品コード98303

洋ナシや熟したリンゴの中にほんのりとライム
を感じ、時間と共に完熟した果実の香りが立ち
上ります。濃厚で複雑な味わいは、爽快な酸味
によって程よく構成され、フィニッシュは心地
よく長く続きます。魚介や、鶏肉、アスパラガ
スとよく合います。

■品種：グラウブルグンダー（ピノ・グリ）100％
■タイプ：白/辛口

キリアン・フン ヴァイスブ
ルグンダー 2014
新鮮なオレンジの魅力的な香りと華やかなフ
レーヴァー。 口の中では熟したプラムを感じ、
ジューシーで心地よいスパイスのフィニッ
シュ。魚介や鶏肉、鴨肉、野菜などと共に。

■品種：ヴァイスブルグンダー（ピノ・ブラン）100％
■タイプ：白/辛口

商品コード98302

商品コード98300

キリアン・フン リヴァー
ナー 2014
輝きのある緑がかった明るい黄色。新鮮なライ
ムの魅力的な香りと、華やかなフレーヴァー。
口中では、爽やかなおいしさが控えめな酸味と
共に感じられ、ほんのりとグリーンライムの余
韻が残ります。

■品種：リヴァーナー（ミュラー・トゥルガウ）100％
■タイプ：白/辛口

キリアン・フン シュペートブルグン
ダー
トロッケン 2013

商品コード900232

深いルビーレッド色。熟れたベリーと共に、
ほのかなヴァニラ、トースト香を感じます。
余韻は長く、ジューシーなフィニッシュです。
牛肉、豚肉、鶏肉、魚、サラダか薫り高い
チーズと共に。≪糖度：4.1g/l≫

■品種：ピノ・ノワール100％
■タイプ：赤/ミディアムボディ

クリーンでフレッシュな造りが日本の食事情にピッタリマッチしたドイツワイン「キリアン・フン」。
実り豊かな秋の食材と共に、是非このお得な機会にお試しください！
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プライスダウン or 条件付き せっかく買うならお安い時に！

ソームズデルタ ロゼ 2018

凝縮した果実味とミネラル感が作り出すはっきりした味わいの辛口ロゼ。ラズベ

リー、ストロベリー、リンゴなど華やかな赤い果実が香ります。

□生産者：ソームズデルタ（南アフリカ） □品種：グルナッシュ・ノワール100％ □ロゼ 辛口

商品コード900016

キュヴェ ロゼ スパークリング エクストラ ド
ライ

ストロベリーやラズベリーといった赤系果実のアロマ。鮮明な色合いと果実の香り

が生の貝類や白身の肉類、とりわけパスタとよく合います。

□生産者：ｶﾝﾃｨｰﾅ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｯﾃｨﾃﾞｨﾞｳﾞｨｰﾆ（イタリア） □品種：ラボッソ □ロゼ 泡 辛口

商品コード102689

モスカート スプマンテ ドルチェ

はちみつや甘い花といった、モスカート種特有の香り。フレッシュで爽やかな甘味が特長で

す。フルーツを使ったお菓子やデザート、ブルーチーズやヤギのミルクのチーズと合わせて。

□生産者：ｶﾝﾃｨｰﾅ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｯﾃｨﾃﾞｨﾞｳﾞｨｰﾆ（イタリア） □品種：モスカート □白 泡 甘口

商品コード900196

グッド カンパニー シャルドネ 2016

パイナップル、シトラス、桃などと、繊細なオークの混ざり合ったフレーバー。質感のある熟した果実の味わい。

□生産者：グッド カンパニー（ニュージーランド） □品種：シャルドネ □白 辛口

商品コード900096

グッド カンパニー ロゼ 2017

ザクロ、新鮮なイチゴ、スイカズラの魅惑的な香り。密度がありバランスの良い余韻が食事とよく合います。

□生産者：グッド カンパニー（ニュージーランド） □品種：ピノ・ノワール、ピノ・グリ □ロゼ 辛口

商品コード900269

グッド カンパニー ピノ・ノワール 2016

サクランボ、カシス、モカ、スパイシーな香り。しなやかでジューシーな飲み口と心地よいタンニンが肉料理と好相性。

□生産者：グッド カンパニー（ニュージーランド） □品種：ピノ・ノワール □赤 ミディアムボディ

商品コード900180

エスプマンテアンパカーマ EX ブリュット 2015

熟した果実と、わずかに酵母の香りを感じます。調和がとれた、繊細な舌触りと爽快でエレガントな泡立ちが特長

のワインです。

□生産者：カサ モンテス（アルゼンチン） □品種：シャルドネ７０％、ヴィオニエ２０％、ピノ・ノワール１０％ □白 泡 辛口

商品コード98354

ケープ・ジャズシラーズスパークリング NV

アルコール度数は低く、ほのかな果実の甘みが感じられます。イタリアのランブルスコと、オーストラリアのスパーク

リング シラーズの中間のような味わいは、オードブルやデザートとも良い相性です。

□生産者：ソームズデルタ（南アフリカ） □品種：シラーズ □赤 泡 やや甘口

商品コード900018
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菊の司 季楽 純米原酒 茜

実りの季節のマジックアワーのように鮮やかに旨みの乗った秋上がり純米原酒です。旬の食材と、冷でお燗でお楽しみく
ださい。
■蔵元： 菊の司酒造（岩手県） ■原料米：トヨニシキ他 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

刈穂 純米吟醸 秋 kawasemi

春夏を蔵内でゆったりと低温で貯蔵熟成し、香味あざやかで旨味の凝縮した味わい。冷やでいただくのがおすすめです。

■蔵元： 秋田清酒株式会社（秋田県） ■原料米：秋田酒こまち ■精米歩合：50％ ■アルコール度数：16～16.9度

誠鏡 ひやおろし 純米原酒

広島県の地元米で醸した純米原酒。穏やかで落ち着いた香りと、深みのある味わいをお楽しみください。

■蔵元：中尾醸造（広島県） ■原料米：広島県産米 ■精米歩合：65％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード196199 1800ml：商品コード196198

にいだしぜんしゅ 秋あがり

ふくよかで口にすると不思議とホッとできる濃醇で優しい味わい。料理やシチュエーションに合わせて温度を変えて楽しめ
る１本ですので、ぜひ秋の味覚と共にお楽しみください。

■蔵元：仁井田本家 （福島県） ■原料米：自然栽培トヨニシキ ■精米歩合：80％ ■アルコール度数：16.5度

720ml：商品コード196209 1800ml：商品コード196208

月山 純米吟醸 ひやおろし

一夏を越え適度に熟成した柔らかな味わいをお楽しみいただけます。島根オリジナル酒米「佐香錦」を使用した、バランス
の良い旨味とスッキリと切る酸が心地よい純米吟醸です。
■蔵元： 吉田酒造（島根県） ■原料米：佐香錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

月山 純米酒 ひやおろし

五百万石を使って醸した米の旨みがたっぷり詰まった辛口の純米を、低温貯蔵庫にて一夏かけじっくり熟成させたひやお
ろしです。旨みのある味わいと月山の特徴であるキレの良さが合わさった一本です。

■蔵元：吉田酒造（島根県） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：70% ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード196195 1800ml：商品コード196194

720ml：商品コード196211 1800ml：商品コード196210

720ml：商品コード196213 1800ml：商品コード196212

720ml：商品コード145636 1800ml：商品コード145635

うまからまんさく ひやおろし 特別純米

特約店限定発売商品。辛さの中にしっかりとした米の旨味がある、程よい酸味を感じる辛口酒を目指して造りました。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：秋の精 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード196197 1800ml：商品コード196196

まんさくの花 純米 ひやおろし

しっかりとした辛口の中にも米の旨味が広がります。円熟したまろやかさのある酒質、綺麗な酸味が良い仕事をしています。

■蔵元：日の丸醸造（秋田県） ■原料米：美山錦 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16度

720ml：商品コード196203 1800ml：商品コード196202

金寶 穏（おだやか） 純米吟醸 ひやおろし

より一層ナチュラルさを追求した結果辿り着いた、醸造用乳酸無添加の自然派白麹酒母100％で醸した新酒を、蔵の中
で一夏熟成させました。完熟した南国フルーツの様な心地よい甘みと酸味のバランスが絶品です。

■蔵元：仁井田本家 （福島県） ■原料米：五百万石 ■精米歩合：60％ ■アルコール度数：16.5度

720ml：商品コード196207 1800ml：商品コード196206

いずれの商品も保管は冷蔵庫でお願いいたします。
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竹葉 純米ひやおろし

しぼりたての時には荒々しかった新酒の味わいは、秋口には調和し落ち着いてきます。柔らかく上品な旨みをお楽しみくだ
さい。
■蔵元： 数馬酒造（石川県） ■原料米：能登産山田錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15～16度

七田 七割五分磨き愛山 ひやおろし

低精白だからこそ出た米の持ち味を最大限に引き出した１本。まるで和三盆想わせる気品で重厚な旨味。

■蔵元： 天山酒造（佐賀県） ■原料米：愛山 ■精米歩合：75％ ■アルコール度数：17度

七田 七割五分磨き雄町 ひやおろし

香りは控えめながらスッキリと爽やかな甘さ。低精白さと雄町ならではのボリューム感が存分に味わえます。肉ならロースト
ビーフ、ジビエなどともよく合います。

■蔵元：天山酒造（佐賀県） ■原料米：雄町 ■精米歩合：75％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード145330 1800ml：商品コード171581

玉川 自然仕込 山廃 ひやおろし 2018BY

熟成感からくるキャラメルのようなコクのあるフレーバー。深い甘味と旨味、酸、程良い苦味や渋みの絶妙バランス！

■蔵元：木下酒造 （京都府） ■原料米：五百万石、コシヒカリ ■精米歩合：68％ ■アルコール度数：17.2度

720ml：商品コード181089 1800ml：商品コード181088

純米吟醸 松みどり 秋あがり

春先に搾ったお酒を瓶詰・火入れを行い、氷温で6ヵ月熟成させました。穏やかな香りとまろやかな味わい。純米らしい米
の旨味や甘味が感じられる逸品。
■蔵元： 中沢酒造（神奈川県） ■原料米：美山錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：17～18度

720ml：商品コード171583 1800ml：商品コード171582

720ml：商品コード153277 1800ml：商品コード153276

720ml：商品コード194371 1800ml：商品コード194370

特別純米 角右衛門 ひやおろし

香りは邪魔にならない穏やかな爽やかさ、するりと流れ込む滑らかな口当たりに品の良さを感じます。

■蔵元：木村醸造（秋田県） ■原料米：吟の精、めんこいな ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16.5度

720ml：商品コード98993 1800ml：商品コード98992納品価格

吾有事 （わがうじ）純米吟醸 山の頂 ひやおろし

美山錦特有のシャープな酸味が、熟成によってまろやかになり甘味・旨味・苦味・後味のキレのバランスが整った味わい
に仕上がりました。冷でキリッと、燗でまったりと楽しんでください。

720ml：商品コード181077 1800ml：商品コード181076

川鶴 秋あがり 純米吟醸

軽やかな印象がありながらも透明感のある旨みを引き立てる瑞々しい酸と苦みの調和が、豊かな味わいを楽しませてくれ
ます。
■蔵元： 川鶴酒造（香川県） ■原料米：雄町、オオセト ■精米歩合：58％ ■アルコール度数：17度

720ml：商品コード145353 1800ml：商品コード141403

大那 特別純米 ひやおろし

豊かな旨みが滑らかに広がるやわらかな飲み口のひやおろしです。ふわっと解けて澄み渡るような後味はとてもスマート。
キレよく、しっかりとした味わいをお楽しみいただけます。
■蔵元： 菊の里酒造（栃木県） ■原料米：那須五百万石 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：16～17度

720ml：商品コード194638 1800ml：商品コード194372

■蔵元：奥羽自慢（山形県） ■原料米：山形県産美山錦 ■精米歩合：55％ ■アルコール度数：15度


